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　外国籍の方も対象となります。調査項目は氏名、男女の別、
出生の年月、就業状態、配偶者の有無、世帯員の数、住居の
種類など計17項目です。
　今回の国勢調査は、9月10日㈭からパソコンやスマート
フォンを使ったインターネット回答が先行で実施されます。
　皆さんのご理解とご協力をよろしくお願いします。
問地域活動課統計係☎5742－6869

国勢調査は日本国内に住む
全ての人と世帯が対象です 区の選挙啓発で使用するポスターを募集します。投票参加

の呼びかけなど、選挙について自由に描いてください。
人区内在学の小学生～高校生（1人1点）
画用紙の大きさ／四つ切り（54.2㎝×38.2㎝）、八つ切り（38.2㎝×27.1㎝）
画材／自由（絵の具に限りません）
申9月11日㈮までに、作品の裏面右下に区名、学校名、学年、氏名（ふり
がな）を書いて選挙管理委員会事務局（第二庁舎6階☎5742－6845）へ
持参

※特選・入選の方には賞状
と賞品を、応募者全員に参
加賞を差し上げます。
※委員長賞や東京都の審査
会で入選した作品は、選挙
啓発事業などに使用します。

明るい選挙啓発ポスターコンクール作品募集10月1日
～夏休みに描いてみよう！～

ごみ・資源追っかけ隊特集：    、品川区では。まい テーマを設けて、
品川区内の「動き」をお伝えしています。

区ではごみ減量・適正な分別やリサイクルを推進しています。皆
さんに理解を深めてもらうため、区で収集したごみや資源物がど
のように処理・再生されていくかを見学・取材する「ごみ・資源追っ
かけ隊」を行っています。今回は、6月13日㈯に「アルミ缶再生」
の過程を追いかけました。

品川区清掃事務所リサイクル推進係☎3490－7098
問い合わせ

アルミ缶リサイクル
のレポートは
4・5ページへ

どんなふうに
リサイクルするのか、
今からワクワクします！

わたしたちが
アルミ缶のリサイクル
を追いかけます！

調査メモ
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キッズクラブ
保育園・幼稚園をチャイルドステーションとしてご利用ください

区立保育園・幼稚園では、保育体験や育児相談などを行っています。
園児と一緒に遊んだり、おはなし会など楽しいプログラムを用意して
います。
人生後57日～就学前のお子さんと保護者、妊産婦の方（先着）
※定員は実施園、実施内容により異なります。
申利用日の3日前までの午後2時～5時に､ 希望の園へ
問実施園、保育課運営係☎5742－6724

●園庭開放
月～土＝平塚保（午前10時～午後4時）
月～金＝ 大井保、大崎保、冨士見台保

東五反田保（午前10時～正午）
月＝伊藤保（午前10時～11時）
水＝台場保
4日㈫・11日㈫・18日㈫＝西中延保
●身体測定
4日㈫＝西五反田保、荏原西保
　　　東品川保
5日㈬＝品川保
12日㈬＝西五反田第二保（乳児）
13日㈭＝西五反田第二保（幼児）
20日㈭＝西中延保

●水遊び（乳児）
　プール遊び（幼児）
5日㈬・19日㈬・26日㈬＝
南ゆたか保
●絵本の広場開放
20日㈭＝西中延保
●プール開放
5日㈬・19日㈬・26日㈬
＝二葉すこやか園（正午～
午後2時）

●リズム遊び
木＝南大井保

●保育体験
年間を通して区立保育園
全園で実施

ファイル情報 〠140－8715広町2－1－36（第二庁舎6階）
●文化観光課  Fax5742－6893
　●文化振興係　☎5742－6836　
　●生涯学習係　☎5742－6837
●スポーツ推進課  Fax5742－6585
　●地域スポーツ推進係　☎5742－6838

●品川区スポーツ協会・総合体育館
〠141－0022東五反田2－11－2　
☎3449－4400　
Fax3449－4401
受付時間 : 午前9時～午後7時  
※土・日曜日、祝日は午後5時まで。

●戸越体育館
〠142－0042
豊町2－1－17
☎3781－6600　
Fax3781－6699

行く前に必ず電話連絡を。
健康保険証を忘れずに！

  小児平日夜間／午後8時～午後11時（受付は午後10時30分まで）

月～金曜日 　　　品川区こども夜間救急室 旗の台 1 － 5 － 8 ☎3784－8181
 ※外傷は対応できません 昭和大学病院中央棟4階

  休日昼間・夜間／午前9時～午後10時（受付は午後9時30分まで）

7月26日㈰

　　　品川区医師会休日診療所 北品川 3 － 7 －25 ☎3450－7650
　　　荏原医師会休日診療所 中　延 2 － 6 － 5 ☎3783－2355
　　　品川薬剤師会薬局 北品川 3 －11－16 ☎3471－2383
　　　荏原休日応急薬局 中　延 2 － 4 － 2 ☎6909－7111 

  休日昼間／午前9時～午後5時（受付は午後4時30分まで）

7月26日㈰

 赤沼医院 大　井 2 －21－10 ☎6809－9236
 八潮歯科医院 八　潮 5 －12－68 ☎3799－1818
 右田歯科医院 戸　越 5 －13－14 ☎3786－7705
 篠原接骨院 西大井 2 － 4 －19 ☎3775－2407
 工藤総合接骨院 小　山 4 － 7 － 2 ☎3785－7844 

  土曜日夜間／午後5時～午後10時（受付は午後9時30分まで）

7月25日㈯ 　　　品川区こども夜間救急室 旗の台 1 － 5 － 8 ☎3784－8181
 ※外傷は対応できません 昭和大学病院中央棟4階

※重病の方は119番をご利用ください。
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健康ガイド ●品川保健センター
〠140－0001  北品川3－11－22  ☎3474－2225

●大井保健センター
〠140－0014  大井2－27－20  ☎3772－2666

●荏原保健センター
〠142－0063  荏原2－9－6  ☎3788－7016

品　川 大　井 荏　原
精神保健相談（こころの病気など）   7日㈮ 12日㈬ 14日㈮
うつ病あんしん相談 28日㈮ 12日㈬   5日㈬
高齢期のこころの相談 25日㈫ 18日㈫ 18日㈫
児童思春期のこころの相談   5日㈬ 13日㈭ 27日㈭
問各センターへ

保健センターのこころの健康専門医相談 8月

医療機関の24時間案内
●東京都保健医療情報センター （ひまわり）　 ●救急相談センター（救急車を呼ぶのを迷ったら）
　☎5272－0303 　　　☎＃7119　IP電話などは☎3212－2323

母乳相談
日8月11日㈫午後3時～4時
人おおむね生後1・2カ月児の母親10人（先着）
場申電話で大井保健センター☎3772－2666へ

むし歯撃退教室
日8月5日㈬午前10時～11時30分
内知って得するむし歯予防（話）、効果的な歯磨き・フッ化物歯磨剤使用法（実技）
人歯が8本生えた1歳5カ月までのお子さんと保護者25組（先着）
場申7月23日㈭から、電話で品川保健センター☎3474－2902へ

思春期家族教室
不登校・ひきこもりなどのお子さんの悩みを持つ家族同士で話し合う教室で、心理
士が助言します。
日8月3日㈪午後2時～4時
場申電話で品川保健センター☎3474－2904へ

体験型育成事業「わくわく・ドキドキ体験コース」～木工教室～
早川町の間伐材などを使って、親子で木工を体験します。
日8月23日㈰午前10時～午後3時
場ゆたか児童センター（豊町1－18－15）
人小学生と保護者15組（抽選）
申8月7日㈮（必着）までに、往復はがきで住所、
氏名（ふりがな）、性別、電話番号、学校名、学年、
保護者氏名を子ども育成課庶務係（〠140－8715品
川区役所☎5742－6720）へ

夏休み工作教室「天体望遠鏡を作って見よう！」
日8月9日㈰午後2時～4時30分
場天王洲公園クラブハウス（東品川2－6－23）
人小学生20人（先着）
※小学3年生以下は保護者同伴。
申午前9時～午後4時30分に、電話でしながわ中央
公園管理事務所☎5740－5037へ

ワンデイスクール　木の学校
日8月23日㈰午前10時30分～午後1時30分
場KAIDO books＆coffee（北品川2－3－7）
内KAIDO店舗の木材活用術、間伐材でげた
作り・鼻緒すげ体験
講師／榎本準一（丸屋履物店店主）
人小学3・4年生のお子さんと保護者10組
20人（抽選）
￥1組3,000円（昼食代込）
申8月7日㈮（必着）までに、はがきに「木
の学校」とし、住所、氏名（ふりがな）、学年、
保護者氏名、電話番号、Eメールアドレスを
品川区商店街連合会（〠141－0033西品川1
－28－3）へ　 ※ shoren.shinagawa.
or.jp/からも申し込めます。
問品川区商店街連合会☎5498－5931
環境課☎5742－6755

がん検診・健康診査など
　職場などで検診機会のない方が対象です。予約先は各検診会場です。
　検診の種類によって日時などが異なります。詳しくは、区ホームページをご覧にな
るか、健康課へお問い合わせください。

乳がん検診（予約制）＊…34歳以上（偶数年齢時） 各医師会、契約医療機関、検診車
子宮がん検診＊…20歳以上（偶数年齢時）

契約医療機関

大腸がん検診…40歳以上
喉頭がん検診（予約制）…40歳以上（喫煙者など）
前立腺がん検診…55歳以上の男性
胃がんリスク検診＊（50・55・60・65・70・75歳）
35歳からの健康診査（35～39歳）
女性の健康診査（16～34歳の女性）
胃がん検診（予約制）…40歳以上 各医師会

肺がん検診（予約制）…40歳以上 一般コース 各医師会、契約医療機関
ヘリカルCTコース 各医師会

成人歯科健診＊（40・45・50・55・60・65・70歳） 契約医療機関
障害者歯科健診…20～35歳 各歯科医師会へ電話で事前連絡
結核検診（予約制）…65歳以上 契約医療機関

肝炎ウイルス検診（予約制）…受けたことがない方 品川・荏原保健センター
契約医療機関

健
康
診
査

問40～74歳の方
　 ・品川区国民健康保険の方＝国保医療年金課保健指導係☎5742－6902
　 ・品川区国民健康保険以外の方＝加入する医療保険者にお問い合わせください
　75歳以上の方＝国保医療年金課高齢者医療係☎5742－6937

健康課☎5742－6743　品川区医師会☎3474－5609　荏原医師会☎3783－5167
品川歯科医師会☎3492－2535　荏原歯科医師会☎3783－1878

一部有料

＊受診券有り

教室名 コース 対象 時間 参加費 募集人数（抽選）
荏原休日児童 A 5～15歳   9:30～11:00 1回　　 600円 80人
荏原休日親子 EV 4～9歳のお子さんと保護者 11:30～13:00 1組　14,400円 60組

日9月～28年3月の第2・4日曜日（全12回）
場荏原文化センター（中延1－9－15）
￥参加費のほか、年間登録費1人2,000円
1組3,500円（保険料込）
主催／品川区水泳連盟

申7月31日㈮（必着）までに、往復はがきで教室名、
コース、住所、氏名、年齢、性別、学校名、学年、
電話番号、保護者氏名、泳力（クロールで何m）を
スポーツ協会へ

　8月に参加できる主な事業 保＝保育園、幼＝幼稚園

児童水泳教室

キリトリ線

※日程など詳しくは各園へお問い合わせください。
　各園の問い合わせ先は区ホームページをご覧ください。
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シニアクラブ
シルバーパスのお知らせ
70歳以上で希望する方に、都内バス、都営地下鉄、都電などを利用で
きるシルバーパス（有効期限9月30日）を発行しています。
￥27年度区民税が課税の方 …………………………………10,255円
27年度区民税が非課税の方 ………………………………… 1,000円
※27年度課税でも、合計所得金額が125万円以下の方は1,000円。
問東京バス協会☎5308－6950

介護保険負担割合証を送付します
　27年度の介護保険制度改正により、8月から第1号被保険者（65歳
以上）本人の合計所得金額が160万円以上の方（同一世帯の第1号被
保険者の年金収入とその他の合計所得金額の合計が単身で280万円未
満、2人以上で346万円未満の方を除く）は、介護保険サービスの自己
負担額が1割から2割に変更となります。これに伴い、介護保険の認定
を受けている方・総合事業対象者の方などに自分の負担割合が分かる
ように7月下旬に負担割合証を送付します。
　負担割合証が届いたら、内容を確認し、担当ケアマネジャーと利用
している介護保険のサービス提供事業者へ提示してください。
問高齢者福祉課介護給付係☎5742－6927

介護保険負担限度額認定証を交付します
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設やショー
トステイ利用時の食費・部屋代の負担軽減をしています。認定証の交
付には申請が必要です。
※27年度の介護保険制度改正により、対象条件などが変更されていま
す。また、即日発行もできなくなりました。
人世帯全員の住民税が非課税で次の全てにあてはまる方
①預貯金などが単身の場合1,000万円以下、夫婦の場合は2,000万円
以下 ②施設入所などにより世帯分離している場合であっても、本人と
配偶者ともに非課税
申請に必要なもの／①介護保険負担限度額認定証（持っている方）②
認め印 ③本人確認ができるもの ④申請日から2カ月前までの預金通帳
などの写し（配偶者がいる場合は配偶者のものも）⑤27年1月2日以降
に転入された方は本人の非課税証明書 ⑥配偶者・世帯員の住所が27
年1月1日時点で区外にあった場合は配偶者・世帯員の非課税証明書
※郵送での申請もできます。詳しくはお問い合わせください。
申高齢者福祉課介護給付係
（〠140－8715品川区役所本庁舎3階☎5742－6927）

10月から介護予防トレーニングをはじめませんか
毎日の生活の中で必要な筋力をつけて転倒を防いだり、動作が軽くなるため
の体操をします。顔見知りも増やせます。
日10月～28年3月（全24回、＊は12回）　※時間は2時間（③は4時間）程度。
人区内在住で、原則介護認定を受けていない65歳以上の方（抽選）
￥①②③各4,800円（＊は2,400円）④各9,600円　※③は昼食代（1回600円）別。
申8月14日㈮までに、本人が電話で希望の会場へ
問高齢者地域支援課☎5742－6733

会場・申し込み先 曜日 開始時間 定員

①
身近で

トレーニング

荏原在宅サービスセンター
（荏原2－9－6☎5750－3708） 土 13:30 15人

中延在宅サービスセンター
（中延6－8－8☎3787－2137）

月 15:20
各12人金 13:30

15:20
戸越台在宅サービスセンター
（戸越1－15－23☎5750－1052） 水   9:00 各20人10:30
西大井在宅サービスセンター
（西大井2－4－4☎5743－6125） 水 10:00 15人
大崎在宅サービスセンター
（大崎2－11－1☎3779－3547） 木 13:30 10人

東品川在宅サービスセンター
（東品川3－1－8☎5479－2946）

水 11:15 各10人土 11:15

②
マシンで
トレーニング

西五反田在宅サービスセンター
（西五反田3－6－6）
申さくら会西五反田☎5434－7831

木
  9:30

各8人
13:30

東品川在宅サービスセンター
（東品川3－1－8☎5479－2946） 月 11:15 10人
デイサービスセンタードゥライフ品川
（南品川5－3－10☎3450－8136） 火 13:00 6人
八潮在宅サービスセンター
（八潮5－10－27☎3790－0344） 水 15:00 10人
南大井在宅サービスセンター
（南大井5－19－1☎5753ー3900） 木 15:30 12人

③
予防ミニデイ

西大井在宅サービスセンター
（西大井2－4－4☎5743－6125） 第2・4日＊ 10:00 15人
デイサービスセンター八潮陽だまり
（八潮5－2－2☎3799－3077） 第1・3土＊ 10:30 15人
西五反田在宅サービスセンター
（西五反田3－6－6）
申さくら会西五反田☎5434－7831

土 10:00 15人

南大井在宅サービスセンター
（南大井5－19－1☎5753－3900） 日 10:00 50人

④
水中

トレーニング
南大井在宅サービスセンター
（南大井5－19－1☎5753－3900）

水   9:00
各4人10:00

土 10:00

マイナンバー（個人番号）はじまります ～10月からマイナンバーを一人ひとりにお届けします
マイナンバー（個人番号）とは、住民票があ
る一人ひとりが持つ12桁の番号のことです。
●3つのメリット
　①行政の効率化
　②国民の利便性の向上
　③公平・公正な社会の実現

マイナンバーについての疑問や問い合わせは
●コールセンター（内閣官房） 0570－20－0178
IP電話などからは☎050－3816－9405
外国語対応は 0570－20－0291（英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語）
受付時間／月～金曜日午前9時30分～午後5時30分（祝日・年末年始を除く）
問情報推進課番号制度担当☎5742－6619、戸籍住民課個人番号カード担当☎5742－6658

● ボディージュエリー
● 楽しい似顔絵教室
● ルーシーダットン
● 創作ニット
　 今話題のイオンパワービーズネックレス
● ドイツ民謡を歌おう！
　 声楽アンサンブルの楽しみ
● 大正琴を弾いてみよう

現在募集中の講座です。定員
になり次第締め切ります。
※途中入会の講座もあります。
詳しくはお問い合わせくださ
い。
場申電話で、メイプルセンター
（西大井駅前☎3774－5050）
へ

メイプルカルチャー講座

監査委員が
決まりました

　去る5月26日の区議
会臨時会で選任同意
され、6月26日付けで
島田幸太郎氏が監査
委員（有識者）に任
命されました。
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！

夏の旅行に はいかがですか？
　品川区国民健康保険か後期高齢者医療制度に加入している方には、宿泊料金の一部を助成
します。加入していない区民の方、加入者と一緒に利用する区民以外の方も宿泊助成はありま
せんが契約割引料金で利用できます。

●打ち水で真夏のまちに涼しい風を
期間  7月23日㈭大暑～8月23日㈰処暑
風呂の残り湯や雨水などを再利用し、「打ち水」を各家
庭で行い、真夏のまちに毎日涼しい風を吹かせましょう。
※打ち水用品の貸し出しを行っています。
●打ち水百景写真コンクール
打ち水風景の写真をお寄せください。最優秀1作品には品
川区内共通商品券1万円分、優秀5作品には5千円分、佳
作10作品には3千円分を進呈します。
申8月28日㈮（必着）までに、住所、氏名、年齢、電話
番号、撮影した日時・場所、タイトル、作品を環境課環
境推進係（〠140－8715品川区役所本庁舎6階）へ郵
送か持参
○区ホームページから電子申請もできます（ファイルサ
イズは1枚2MBまで）。
※応募は個人・団体とも3枚まで。組み写真不可。
※撮影被写体の了承を必ず得ること。
※詳しくは区ホームページか、地域センターなどで配布
するちらしをご覧ください。
●打ち水百景写真展開催
コンクールの応募写真を展示します。
日9月28日㈪～10月8日㈭午前8時30分～午後5時30分
※最終日は正午まで。
場中小企業センター（西品川1－28－3）

「打ち水大作戦
　しながわ2015」

問環境課環境推進係☎5742－6755

五反田文化センタープラネタリウム
場問同センター（〠141－0031西五反田6－5－1☎3492－2451）

　★8月のプラネタリウム
日内1日㈯・2日㈰・8日㈯・9日㈰①午前11時＝親子向
け投影 ｢なつのおほしさま｣「リーベルタース天文台だ
より～夏の星座の物語」②午後1時30分 ③午後3時30
分＝特集のお話「星空の宝さがし～天の川と流れ星」
※前半は当日の星空解説。投影時間は約50分。
※8日㈯の③は星空ゼミ「人類の宇宙への挑戦」。
●ヒーリング・プラネタリウム
日④14日㈮午後7時　※投影時間は約50分。
●夏休み特別企画
日 内8月15日㈯～31日㈪①午前11
時＝親子向け投影オリジナルアニメ
「リーベルタース天文台だより～ひ
ばるりの十二星座めぐり」②午後1
時30分＝「リラックマのプラネタ
リウム」③午後3時30分＝特集のお
話「星空の宝さがし～天の川と流れ
星」「ようこそ!しながわ水族館へ!」
※投影時間は約50分。　※15日㈯の③と24日㈪は休止。

人①小学3年生以下のお子さんと保護者86人
②③④各回86人（先着）
※小学生未満は保護者同伴。
￥各200円、4歳～中学生50円
観覧方法／当日、会場へ

★無料投影「お昼のくつろぎプラネタリウム」
日5日㈬・6日㈭・12日㈬・13日㈭
午後0時35分～50分

利用方法
①利用したい施設に直接予約してください。
　 「品川区国民健康保険加入者」「後期高齢者医療制度加入者」または「品川区民」であるこ
とを伝え、必ず料金を確認してください。
②予約後、利用日の1週間前までに保険証を持って国保医療年金課保険事業係で手続きを
してください。「利用承認書」をお渡しします。
　 ※手続きには、利用者全員の氏名・年齢、品川区国民健康保険か後期高齢者医療制度に加
入している方の保険証の記号番号が必要です。
③利用当日「利用承認書」を施設へお持ちください。
　支払いの際に助成金額を差し引いて精算してください。

宿泊助成
品川区国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している方は、1人1泊につき原則として2,000
円を年度内3泊まで助成します（旅行業者を通した予約は、助成の対象になりません）。
※年度途中に国保から後期高齢者医療制度へ移行した方の宿泊数は、国保からの通算となります。
※保険料を滞納していない方に限ります。
○27年度をもって、宿泊助成は終了となります。この機会にご利用ください。

市町村交流施設
神奈川県山北町・山梨県早川町にある契約施設も「こくほの宿」として利用できます。詳しくは
地域活動課市町村交流担当☎5742－6856へお問い合わせください。
○契約宿泊施設、料金はパンフレット「こくほの宿」や区ホームページをご覧ください。
パンフレット「こくほの宿」配布場所／国保医療年金課保険事業係、地域センター

真夏の気温を
2℃下げよう！

こ く ほ の 宿

●代表者の住所・氏名・電話番号、利用施設、利用月日、人数などを電話
かFAX、ホームページ予約フォームで各施設へ直接お申し込みください。
※予約受付は先着順。ただし、繁忙期は抽選、締め切りはそれぞれの受付開
始月の月末。
※年末年始（12月26日㈯～28年1月3日㈰）は1月分と一緒に受け付け、7月
31日㈮締め切りで抽選。
※光林荘は、7月21日㈫～31日㈮、8月1日㈯～10日㈪・17日㈪～26日㈬は
小学校夏季施設などの利用により、一般の方は利用できません。
※区民の方は区の補助により料金の割引があるので、宿泊時に住所などが確
認できるもの（運転免許証、健康保険証、社員証など、障害者の方は障害
者手帳など）を宿泊者全員分お持ちください。確認できない場合は、補助は
受けられません。
○品川荘・光林荘を経営する民間事業者が運営する他の施設も利用できます。
詳しくはホームページをご覧いただくか、上記施設へお問い合わせください。

区民の方
（区内在住・在勤）

利用月の6カ月前の1日より
2月分の受付／8月1日㈯より

区民以外の方 利用月の4カ月前の1日より

予約受付　　午前9時～午後6時

保養所をご利用ください！
各施設へお問い合わせください

伊東市広野1－3－17
☎0557－35－0321  Fax0557－35－0345
www.shinagawasou.com/

日光市細尾町676－1
☎0288－54－0988  Fax0288－54－0954
www.korinsou.com/

品川荘

光林荘

問地域活動課☎5742－6687

共
通

  1 特別投影 ｢林完次の星空散歩｣
日8月15日㈯午後3時30分～5時
人小学生以上の方86人（抽選）
￥300円、小・中学生100円

  2 8月の天体観望会「夏の大三角」
日8月28日㈮午後7時～8時30分
人80人（抽選）　※中学生未満は保護者同伴。

  3 天文工作教室
●ふしぎ星座カードを作ってみよう
日8月13日㈭①午前10時～正午②午後2時～4時
人小学4年生以下のお子さんと保護者各25組（抽選）
￥1組300円（材料費・保険料込）
●天体望遠鏡を作ってみよう
日8月14日㈮③午前10時～正午④午後2時～4時
人小学5・6年生各15人（抽選）
￥各1,500円（材料費・保険料込）
持ち物／筆記用具・作品を入れる袋

申13は8月4日㈫、2は8月18日㈫（必着）ま
でに、往復はがき（12は4人まで）で講座名、
3は希望日・番号、住所、電話番号、参加者全
員の氏名（ふりがな）・年齢・学年を同センターへ
※定員に満たない場合は、13は8月6日㈭、2
は8月20日㈭午前10時から電話受付（先着）。

共通
親子シート
もあるよ

問国保医療年金課保険事業係（本庁舎4階☎5742－6675）

品川区資源化センター
区内で集められた缶・びん・古紙・ペットボトル・
乾電池などの資源物は、資源化センターで選別
し、それぞれを圧縮・こん包し再生工場へ発送
します。センター内では、選別した空き缶をプレ
ス（圧縮）し、こん包を行う作業のほか、空き缶
以外の資源物の出荷までの流れを見学しました。

ごみ・資源追っかけ隊員募集！
スチール缶のリサイクル過程を

追いかけます
日8月25日㈫午前7時50分～午後5時
30分（区役所集合・解散、往復バス）
場品川区資源化センター（八潮1－4－
1）、新日鐡住金君津製鉄所（千葉県君
津市）など
人区内在住で、リサイクルに関心のあ
る小学生以上の親子40人（抽選）
※昼食は各自。
申8月4日㈫（必着）までに、電話かは
がき、FAXに「追っかけ隊」とし、参加
者全員の住所・氏名（ふりがな）・年齢・
電話番号を品川区清掃事務所（〠141－
0032大崎1－14－1☎3490－7098 Fax
3490－7041）へ

ペットボトルやガラスびん、牛乳などの紙パックなど、
これまでにもたくさんのリサイクルの流れを追いかけ
てきた「ごみ・資源追っかけ隊」。今回のミッション（任
務）は“アルミ缶”です。自分たちが出した空き缶が、
どのような流れで再生されていくのかを調査しました。

スケジュール

選別

プレスされたアルミ缶

溶鉱炉の前でアルミ缶を溶かす様子を見学

三菱アルミニウム鋳造工場
静岡県駿東郡のアルミ缶の再生工場で、プ
レス処理された空き缶が再生アルミ地金に
なるまでの工程を見学しました。

緑豊かな環境づくりに取り組みながらビール
を製造する工場で、製品が出来上がるまでの
工程を見学しました。

県内外各地から届いた殺菌処理前のアルミ缶

お父さんのすすめで
参加しましたが、
リサイクルについて
学べたので
来て正解でした。

ミッション

！

！アサヒビール神奈川工場

1ブロックに

アルミ缶が
560本も！

アルミ缶を選別する
機械の仕組みが
よく分かりました。

ご ・ 源 っ けみ 資 追 か 隊

区役所到着

アルミ缶は軽いた
め、缶の重さで選

別する機械で、ス
チール缶、その他

と分けられていま
した。

その後、プレスさ
れた缶は1つのブ

ロック（かたまり
）になって機械か

ら出てきました。
軽い缶でできたブ

ロックは持てそう
なほど軽く見えま

したが、その重さ
は、アルミ缶が約

560本で9kg、スチ
ール缶は約350本

で12kgと聞き、お
どろきました。

調査メモ

資源化センター
！バスの中では…
品川区で出される区民１人あたりの1年間のごみ量な
ど、ごみ・資源に関する様々な問題をクイズ形式で答
えるゲームを行い、全員で学習しました。

2番！

選別しきれなかっ
た缶を、もう一度

機械

で選別したり、50
0度の熱で蒸し焼

きにし

て塗
とりょう

料をはがすところ
も見学しました。

再

生したアルミ地金
（スラブ）はとて

も大

きく、その重さは
なんと10.5トン、6

6万缶

分！　この再生ア
ルミ地金は、新し

くアル

ミ地金を作るエネ
ルギー量の3%でで

きる

と聞いて、とても
エコだと思いまし

た。

調査メモ

三
みつびし

菱アルミニウム鋳
ちゅうぞう

造工場

熱い！

プレス処理されたアルミ缶の匂いが
気になりました。
これからは缶をゆすぎます。

アルミ缶が
再生されたの

を実感。

とても勉強に
なりました。

溶かしたアルミ缶
を鋳型に注ぎスラ
ブ（直方体の塊）
を鋳造する様子を
見学

出発

品川区清掃事務所リサイクル推進係☎3490－7098問い合わせ

ペットボトルのリサイクル品として
よく使われているのは何でしょうか？Q
1 2 3

正解は
2番です
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ファイル情報 〠140－8715広町2－1－36（第二庁舎6階）
●文化観光課  Fax5742－6893
　●文化振興係　☎5742－6836　
　●生涯学習係　☎5742－6837
●スポーツ推進課  Fax5742－6585
　●地域スポーツ推進係　☎5742－6838

●品川区スポーツ協会・総合体育館
〠141－0022東五反田2－11－2　
☎3449－4400　
Fax3449－4401
受付時間 : 午前9時～午後7時  
※土・日曜日、祝日は午後5時まで。

●戸越体育館
〠142－0042
豊町2－1－17
☎3781－6600　
Fax3781－6699

児童扶養手当・特別児童扶養手当の
現況届のお知らせ
各自、認定基準に応じた書類を提出して
ください。提出期限を過ぎると振込日に
振り込まれない場合があります。
●児童扶養手当の資格をお持ちの方
児童扶養手当現況届を8月上旬に送付し
ます。現況届は資格更新の確認を行うた
めのものです。現在、手当が支給されて
いる方や、支給停止中の方も必ず提出し
てください。
提出期間／8月3日㈪～31日㈪
○手当を受給して5年か、事実があってか
ら7年経過している方は、一部支給停止除
外申請書も併せて提出してください。
問子ども家庭支援課医療助成係
☎5742－9174
●特別児童扶養手当の認定の資格をお持ち
の方
毎年、所得状況届（現況届）を提出する
必要があります。手当が支給されている
方、支給停止の方で資格がある方には、
8月上旬に現況届を送ります。
提出期間／8月11日㈫～9月10日㈭
問子ども家庭支援課児童手当係
☎5742－6721

女性向け就業相談
7月から相談日時を拡大しました。
日月曜日午前10時～午後5時、金曜日午
前10時～正午（予約制・1回50分）
※祝日・年末年始を除く。
人子育て中の再就職や家庭と仕事の両立
をめざす女性の方
場申電話で商業・ものづくり課就業担当
（西品川1－28－3中小企業センター☎
5498－6352）へ

マンション管理士・一級建築士を
派遣します
内マンション管理士＝マンションの維持
管理や管理組合の運営についての相談
一級建築士＝マンションの大規模修繕に
ついての相談

※1回2時間程度。土日も可。
人区内にある分譲マンション管理組合
※1組合につき各3回まで。
申電話で、都市計画課住宅運営担当☎
5742－6777へ

多子家庭に学校給食費を補助します
受付期間／8月5日㈬まで
人区内在住で次の全てにあてはまる方
①小・中学校に在学するお子さんが3人
以上いる
②3人目以降のお子さんが品川区立の小・
中学校に在学中
③生活保護世帯・就学援助受給世帯でない
④27年度区民税所得割課税額（住宅借入
金等特別税額控除、寄付金税額控除の適
用前の額）の合計が370,000円以下の世
帯
※対象となる世帯には通知と申請用紙を
送付しています。
問学務課保健給食係☎5742－6829

飼い猫の不妊・去勢手術費の一部を
助成します 電子

対象／品川区に住民登録をしている方が
飼っている生後6カ月以上の猫
※1世帯1頭。
助成（先着）／去勢（オス）＝4,000円、40
頭、不妊（メス）＝8,000円、55頭
※獣医師会でも同額を助成。
申8月1日㈯～10月16日㈮に、生活衛生
課で配布する申請用紙を同課庶務係（〠
140－8715品川区役所本庁舎7階☎
5742－9132）へ郵送か持参
助成方法／区指定の動物病院で、10月1
日㈭～31日㈯に手術を受けたときに、手
術料金から助成金額を差し引き

シルバー人材センター入会出張相談
自分にあった仕事を見つけませんか。
日7月24日㈮午前10時～午後3時
場大崎第一区民集会所（西五反田3－6－3）
人区内在住で、健康で働く意欲のある60
歳以上の方
問シルバー人材センター東大井支所
☎3450－0713
○55歳からの求職支援「サポしながわ」
の登録相談会も合わせて開催します。

品川区民芸術祭2016
“D

ド リ ー ム

ream S
ス テ ー ジ

tage”企画提案募集
ドリームステージは、区民の方がプロと
共演できる夢のステージで、公演当日ま
で何回かのワークショップで練習を重ね、
舞台で成果を披露するものです。今回、
その企画を募集します。
公演予定日／28年9～11月の土・日曜日
のうち1日
場きゅりあん（大井町駅前）
申8月7日㈮までに、事業提案書・見積書
を品川文化振興事業団（〠140－0011東
大井5－18－1☎5479－4112）へ郵送
※企画はワークショップの回数などを含
めた内容としてください。
※詳しくはお問い合わせいただくか、品
川文化振興事業団ホームページ www.
shinagawa-culture.or.jp/をご覧ください。

認知症予防プログラム講習会＜料理＞
身につけたい、認知症を予防する生活習
慣を紹介します。
●講習会

日程 内容

8月21日㈮
午後1時30分

～4時

①認知症の基礎知識と日常生
活における認知症予防の講話
＜希望者のみ＞
②脳の健康度測定
（ファイブ・コグ検査）

8月28日㈮
午後1時30分
～3時30分

＜②の検査を受けた方＞
ファイブ・コグ検査の結果、
認知症予防プログラムの説明

人60歳以上の方40人（先着）
●認知症予防「料理」プログラム
料理の計画・実施をとおして脳を鍛える
生活の工夫を学びます。
日9月4日～10月2日の金曜日
午後1時30分～3時30分（全5回）
人講習会を両日受講した方
￥3,000円（教材費）
※計画した料理の材料費などは実費負担。
───────共　　通───────
場荏原文化センター（中延1－9－15）
申電話で、荏原保健センター☎3788－
7016へ

区民プロデュース型講座「ダウン症
のある子どもたちの子育てと支援」
障害のある子どもの健やかな成長を願い、家
庭での子育てや教育に役立つ内容を学びます。
日8月29日㈯、9月27日㈰、10月4日㈰、
11月8日㈰、28年1月24日㈰、2月28日㈰
午後1時30分～3時30分（全6回）
場スクエア荏原（荏原4－5－28）他
講師／佐々木常夫（佐々木常夫マネージ
メント・リサーチ代表取締役）他
人ダウン症のある子どもの家族、療育関
係者30人（抽選）
託児／1歳～就学前のお子さん10人（抽選）
運営／ポラリス品川（ダウン症の会）
￥500円（材料費）
申8月17日㈪（必着）までに、往復はが
きに「ポラリス品川」とし、住所、氏名（ふ
りがな）、年齢、性別、電話番号、託児希
望の方はお子さんの氏名・年齢を文化観
光課文化振興係へ

小山台高等学校公開講座
多文化講座～世界と出会おう
日8月25日㈫～28日㈮
午後6時～8時30分（全4回）
内西アジア・東アジア・アフリカ・ヨーロッ
パの文化や言葉、音楽
人20歳以上の方20人（抽選）
￥1,000円（教材費別）
場申8月7日㈮（消印有効）までに、往復
はがきで講座名、住所、氏名（ふりがな）、
年齢、性別、電話番号を同校（〠142－
0062小山3－3－32）へ
問文化観光課生涯学習係

健康大学しながわ2015
第3回公開講座
日8月28日㈮午後7時～8時30分
場講堂（第三庁舎6階）
内「口が変われば人生が変わる～口

くち

スト
レッチで全身が健康になる」
※手話通訳あり。
講師／植田耕一郎（日本大学歯学部教授）
人150人（先着）
申8月18日㈫までに、電話かFAXで講座名、
氏名、電話番号・FAX番号を品川保健セン
ター（☎3474－2225Fax3474－2034）へ

お知らせ！

講座・講演

レッツ スポーツ
￥1チーム8,000円＋1人700円
協会登録チーム8,000円
主催／品川区バドミントン協会
申8月5日㈬までに、費用を持ってスポーツ協会へ

秋季レディース硬式テニス大会
日9月11日㈮午前9時から
場しながわ区民公園（勝島3－2）
試合方法／ダブルストーナメント戦
人区内在住か在勤の方、連盟登録者40組（先着）
￥1組3,000円、連盟登録者2,500円
主催／品川区テニス連盟
申8月28日㈮までに、費用を持ってスポーツ協会へ
第65回品川区民スポーツ大会（秋季）
硬式テニス大会

日内9月13日㈰＝一般男子シングル
9月23日㈷＝一般女子シングル、壮年ダブルス男子・
女子（50歳以上）
10月12日㈷＝男女準決勝・決勝
※予備日は9月27日㈰。
場大井ふ頭中央海浜公園（八潮4－1）他
￥一般500円、壮年1組800円
申一般男子は8月26日㈬、一般女子と壮年は9月2日
㈬までに費用と82円切手を持ってスポーツ協会へ

八潮地区バウンドテニス教室
日8月1日～29日の土曜日午後1時～4時30分（全5回）
￥1回100円
※小学生以下無料。
運営／八潮地区スポ・レク推進委員会
場参当日、運動のできる服装で上履きを持ってこみゅ
にてぃぷらざ八潮（八潮5－9－11）へ
問スポーツ推進課地域スポーツ推進係

6人制クラス別バレーボール大会
日8月16日㈰午前9時から
場総合体育館、日野学園（東五反田2－11－1）
種目／男子、女子
試合方法／クラス別トーナメント戦　※敗者戦あり。
￥1チーム12,000円、連盟登録チーム6,000円
主催／品川区バレーボール連盟
申8月5日㈬までに、費用を持ってスポーツ協会へ
※主将会議は8月12日㈬午後7時から総合体育館。

藤本杯バドミントン大会
日8月23日㈰午前9時から　場総合体育館
内1トリプルス2ダブルスによるクラス別団体リーグ戦
人1チーム6～10人
※6人で登録した場合、ダブルス出場者はトリプルス
に1試合のみ兼務可。

第2回障害者水泳大会
日9月23日㈷午前9時～正午
場日野学園温水プール（東五反田2－11－2）
部門／小・中学生の部、一般（高校生以上）の部（男・女）
種目／自由形（25m・50m）、個人メドレー（4泳法×
25m）、ビート板・平泳ぎ・背泳・バタフライ（各25m）
※1人2種目まで参加可。
※障害の種別・程度によるクラス分けはしません。
人次の全てに当てはまる小学生以上の方
・障害者手帳などの交付を受けている
・健康上競技可能で、おおむね25m以上泳げる
・1人で更衣ができる
申9月4日㈮（必着）までに、はがきかFAXで大会名、
部門、種目、住所、氏名（ふりがな）、年齢、学年、
電話番号、保護者の氏名をスポーツ協会へ

第65回品川区民スポーツ大会（秋季）民踊大会
日10月18日㈰
場きゅりあん（大井町駅前）
￥1団体1曲2,000円・2曲3,000円
※3人以上の団体で1団体2曲まで。
※120曲を超えたときは抽選。
申8月14日㈮（必着）までに、往復はがきに「民踊」
とし、代表者の住所・氏名・電話番号、曲名、団体
名をスポーツ協会へ

スポーツ協会は7月21日㈫と8月17日㈪は休館します
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セカンドチャレンジ
保育士支援セミナー受講者募集
日9月5日㈯午前10時～11時30分
※別途9月中に区立保育園で実習あり。
人保育士資格を有し、保育園での勤務を
検討している方20人程度（先着）
場 申7月31日㈮（必着）までに、電話か
FAXで品川介護福祉専門学校（西品川1－
28－3☎5498－6364Fax5498－6367）へ
問保育課保育教育計画係☎5742－6597

パパママ応援プログラム（小学3・4年生）
「思春期前の今、親がすべきこと」 電子

小学校中学年の子どもと親にとって知っ
ておきたい大切なことについて学びます。
日程

（全3回） テーマ・講師

9/3㈭ 10歳までに知っておきたいルール
諸富祥彦（明治大学文学部教授）

9/10㈭ アロマでリラックス子育てのコツ
栗原冬子（ライフスタイルデザイナー）

9/11㈮ 学校を有効活用し子育てにいかそう
矢田雅久（浜川小学校校長）

※時間は午前10時～正午。
場品川第一区民集会所（北品川3－11－16）
人小学3・4年生のお子さんの保護者、関
心のある方80人（先着）
￥500円（アロマスプレー材料費）
託児／1歳～就学前のお子さん12人（先着）
※おやつ代300円。
申8月21日㈮（消印有効）までに、往復
はがきに「小学3・4年」とし、住所、氏
名（ふりがな）、年齢、電話番号、託児希
望の方はお子さんの氏名（ふりがな）・月
年齢・性別を子ども育成課庶務係（〠
140－8715品川区役所☎5742－6720）へ

公園の植物を使った
オリジナルうちわ作り講座
日場①8月1日㈯午前10時～正午＝しなが
わ中央公園（区役所前）
②8月2日㈰午前9時30分～正午＝天王洲
公園（東品川2－6）
人区内在住か在勤の方①20人②15人（抽選）
※小学3年生以下は保護者同伴。

申7月25日㈯までの午前9時～午後4時30
分か7月26日㈰午前9時～正午に、電話で
しながわ中央公園管理事務所☎5740－
5037へ
※当選者のみ、はがきで通知します。

シニアITリーダー講習会
日8月24日㈪～26日㈬
午前10時～午後4時（全3回）
場いきいきラボ関ヶ原（東大井6－11－11）
内 ITリーダー概論の講義・演習、IT技能
の実習
人次の全てにあてはまり、全回出席でき
る55歳以上の方12人（選考）
①Eメールを日常的に使用している
②9月12日㈯のシルバー成年式でイベン
トコーナーの運営に協力できる
￥500円（教材費）
申7月31日㈮（必着）までに、はがきか
FAXに「ITリーダー」とし、住所、氏名、
年齢、電話番号、自己PRを高齢者地域支
援課介護予防推進係（〠140－8715品川
区役所☎5742－6733Fax5742－6882）へ

消費者センターパネル展示
気をつけて！若者を狙う悪質商法
日8月21日㈮まで
午前8時30分～午後5時15分
※土曜日は除く。火曜日は午後7時まで。
場区役所本庁舎・第二庁舎3階連絡通路
問消費者センター☎5718－7181

秋季吟剣詩舞道大会　出演者募集
日10月25日㈰午前10時30分開演
場荏原文化センター（中延1－9－15）
内吟詠・剣詩舞（絶句程度）の発表
￥吟詠1,500円、剣詩舞2,000円
（昼食代込）
申8月21日㈮（必着）までに、郵送で吟題、
作者、出演者名、電話番号と費用（定額小
為替）、返信用はがきを文化観光課文化振
興係か品川区吟剣詩舞道連盟・渡精華（〠
140－0011東大井6－1－7－803）へ

古典の日記念　品川能楽鑑賞会
「殺生石  女体」
解説もあり初めての方にもお勧めです。
日10月30日㈮午後6時30分開演
（午後6時開場）
場喜多能楽堂（上大崎4－6－9）
出演／中村邦生（シテ）、大日方寛（ワキ）、
深田博治（間狂言）、葛西聖司（解説）他
￥3,800円、学生2,200円（全席指定）
※学生の方は当日学生証の提示が必要。
発売開始／7月28日㈫
　 窓口販売：午前9時から／スクエア荏原・
きゅりあん・メイプルセンター
　 午前10時から／O美術館（初日のみ午
前9時から）・しながわ観光協会
　 電話予約：午前10時から／チケットセ
ンターキュリア
　インターネット予約：午前9時から／
　 www.shinagawa-culture.or.jp/
※電話予約では座席の選択はできません。
※就学前のお子さんの入場はご遠慮くだ
さい。
※託児はありません。
問チケットセンターCURIA（キュリア）
☎5479－4140

品川＆山北ふれあい交流
第33回丹沢湖花火大会
約2,500発の打ち上げ花火、水中花火が
湖面を彩ります｡ 品川区から「大井権現
太鼓保存会」が出演します。
日8月10日㈪午後4時～9時頃
場山北町「丹沢湖花火大会」会場
交通／谷峨駅からバス（臨時バス運行）
内ふるさと物産展、演芸大会、太鼓演奏、
ソーラン山北、花火大会
問同大会実行委員会事務局☎0465－75－
3646、地域活動課市町村交流担当☎
5742－6856

品川＆早川ふるさと交流～早川もり
もりキッズ秋のはらぺこキャンプ
森や畑の食材を集め、みんなで料理しま
す。バウムクーヘン作りにも挑戦します。
日9月21日㈷～23日㈷

宿泊／町営ヘルシー美里（山梨県・温泉）
人区内在住の小学1年～中学1年生20人
（先着）
￥38,640円（2泊3日6食付き宿泊費、プ
ログラム参加費、消費税）
※区内在住の方は、年度内3泊まで1人
2,000円の助成が受けられます。
申電話で、ヘルシー美里☎0556－48－
2621へ
問地域活動課市町村交流担当
☎5742－6856

品川区民芸術祭2015
品川区民作品展　出展作品募集

部門 仕様

書　道
半切以下（全紙不可）の条幅（仮
表装可）、巻き物、額、短冊
※高さ200㎝（脚20㎝含む）のパ
ネル展示のため掲出に制約あり

写　真
四つ切り以上半切以下（デジカメは
A4以上）で台紙・パネル・額付き
※組は四つ切りで3枚まで

絵　画 4～15号　額付き
手工芸＊1

縦・横・高さ各100㎝以内華　道
その他＊2
＊1 押し花絵・ちぎり絵・パッチワーク・能面
などは、手工芸に含みます。

＊2 その他は、上記以外の部門で盆景などです。
※作品はそのまま展示できるようにして
ください。
※華道・盆景などの作品は、期間中出展
者が管理してください。
日11月11日㈬～15日㈰
場スクエア荏原（荏原4－5－28）
人16歳以上の方（アマチュアに限る）
出品点数／全部門を通じて1人1点（本人
が1年以内に制作した未発表のものに限る）
作品搬入／11月10日㈫
表彰式／11月14日㈯
作品搬出／11月15日㈰・16日㈪
応募方法／9月30日㈬（必着）までに、
申込用紙を文化観光課文化振興係へ郵送
か持参
※申込用紙は地域センター、文化センター
などで配布。区ホームページからダウン
ロードもできます。

催　し

   ご協力ください
■拠点回収
（古着、廃食用油、不用園芸土、小型家電＜特定品目＞）
8月8日㈯・22日㈯午前10時～正午＝小学校など
29カ所　小学校（台場・三木・第一日野・第三日野・
後地・小山・第二延山・大原・鈴ケ森・浅間台・京陽・
城南第二・立会・旗台・大井第一・延山・宮前・芳水・
伊藤）、小中一貫校（日野・伊藤・豊葉の杜学園）、地
域センター（品川第一・大崎第一・大井第二・大井第三・
八潮）、区役所、品川区清掃事務所　※雨天決行。

■使用済みインクカートリッジの回収
家庭で使用済みになったインクカートリッジを、区役
所・地域センターなど26カ所で回収しています。

  リサイクル情報紙「くるくる」（1日発行）
地域センター・図書館などの区施設などに置いてあり
ます。9月号の掲載は、8月24日㈪までに電話かFAX
でお申し込みください。

   リサイクルショップ「リボン」
18歳以上の方はどなたでも出品できます。希望の方は
電話か店頭で予約してください。
※出品時、住所・年齢の確認ができるものが必要です。
手数料／出品1点につき100円（家具は300～500円）
定休日／両店とも水曜日
夏季休業／8月12日㈬～16日㈰
※販売実費として、売り上げの42％をいただきます。
※不用品交換情報ボードは無料です。
※来店時には、買い物袋をお持ちください。
大井町店

広町2－1－36　第三庁舎2階　☎5742－6933
営業時間／午前10時～午後5時30分
取扱商品／家具、インテリア用品、贈答品など
※家具など、自分で持ち込みできない方に運送業者を紹
介します（運送料は有料）。
●大井町店「キッチン道具フェア」
汚れや破損のない未使用の物を募集します。
募集期間／7月25日㈯～8月8日㈯
販売期間／7月31日㈮～8月31日㈪
※出品は1人1回限り5点まで、予約してお持ちください。

旗の台店
旗の台5－13－9　旗の台駅南口下車　☎5498－7803
営業時間／午前11時～午後7時（祝日は午後5時まで）
取扱商品／衣服など日用品
●旗の台店「紳士用靴・バッグ」「帽子・傘・サング
ラス」の出品募集
日7月23日㈭～27日㈪午後1時～4時
※出品は1人1回限り10点まで、予約なしで身分証明書
を持ってお越しください。
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Fax

回収時間外に回収品目を施設に置いていく行為は
おやめください。

リユース
（再生・再利用）の協力店舗を募集します
家具や電気製品などの修理・修繕ができる店舗を
募集し、区民の皆さんにお知らせして循環型社会
を推進していきます。
申8月28日㈮（必着）までに、電話かはがき、
FAXで住所、店舗名（ふりがな）、扱っている物
（家具など）、電話番号を品川区清掃事務所へ

■家庭用電気式生ごみ処理機購入費の一部を助成
します
※助成額・対象など詳しくはお問い合わせください。

電子

　市民後見人は、認知症や知的障害・精
神障害などで判断能力に不安がある方に代
わり、福祉サービス契約や財産管理を行い、
その方の生活を支えます。
　成年後見制度の必要性は、年々高まって
きており、同じ地域に住む身近な市民の目
線で支援できる「市民後見人」が担い手と
して期待されています。
　この機会に市民後見人として必要な知識
や実務を学んでみませんか。全課程終了後
に修了証をお渡しします。

●実務研修
日11月～28年1月のうち5日間（1日6時間）

●基礎講義（全6回）
日程 テーマ

  9月 5 日㈯ 市民後見概論・対象者理解
  9月12日㈯ 成年後見制度の基礎・民法の基礎
  9月26日㈯ 関係制度と法律・対人援助の基礎
10月 3 日㈯ 成年後見の実務・市民後見活動の実際

10月10日㈯ 家庭裁判所の役割・地域の取り組み現
況・課題演習

10月17日㈯ 体験実習・レポート作成

社会福祉
協議会
市民後見人
養成講座

※時間は午前9時～午後4時。9月5日は午前8時45分から。

場社会福祉協議会（大井1－14－1）
人区内在住か在勤の20～74歳で、全回出席で
きる方30人（先着）
￥2,000円（資料代）
申8月28日㈮までに、電話で品川成年後見セン
ター☎5718－7174へ

共　通

27年度
受講生募集



● 五反田宇宙ミュージアム
●  夏休みを楽しもう
● マイナンバー制度がはじまります

古紙配合率80％再生紙を使用しています

次号予告　8月1日号

　

平成27年（2015）

7/21
1965号

品川区

品川区は、サービス精神、
チャレンジ精神、新感覚
でイメージアップ運動を
進めています。

！2020年

提供：日本ブラインドサッカー協会

輝 け 　「全てのパスがノールックパスである。」「その耳は、目より
も見える。」「雨音さえ敵になる。」いずれもブラインドサッカー
の大会時に使われたキャッチコピーです。ブラインドサッカー
とは、アイマスクをつけてボールの音とゴール裏のガイドや
監督、味方や相手チームの声を頼りに行う5人制サッカー。転
がると「シャカシャカ」と音が鳴るボールを使ったり、サイド
フェンスを設置するなどの特徴があります。パラリンピック
正式種目でもあり、2020年の東京大会では、区内会場での開
催が予定されています。
　視覚からの情報は8割とも言われます。アイマスクを付けた
見えない状態で、そもそもサッカーができるのか？早く走るこ

とができるのか？ドリブル、シュートができるのか？そう思わ
れる方もいるかと思いますが、試合を見るとその考えは一変
します。激しいあたりと強烈なシュート。想像を超えた選手
たちのプレーに驚くはずです。
　また、ブラインドサッカーは、目隠しをすることで誰にでも
できるスポーツ。実際に体験をすると、コミュニケーション
の難しさや、視覚を閉じた状態で動くことのむずかしさを知
ることができ、「体験＝学び」のスポーツでもあります。
　9月にはリオデジャネイロ・パラリンピック初出場をかけた
アジア選手権が国立代々木競技場フットサルコートで予定さ
れています。この機会に驚きのプレーを観戦してみませんか。

No.3

高齢者と家族が、介護保険サービスや住民の共助活動などを活用しながら、住み慣れた「我が家」
で生活できるよう様々な高齢者支援を行っています。

重点課題
・平成37年を見据えた地域包括ケアシステムの構築と推進
・セーフティネットとしての施設の充実と整備
＊7つの推進プロジェクト
重点課題に対応する推進プロジェクトを7つにまとめ、多様化する高齢者ニーズにきめ細かく対応し
ていきます。
　1 元気高齢者の支援 2 地域との協働によるネットワークと環境の整備
　3 在宅生活を支えるサービスの充実 4 在宅介護支援システムの強化
　5 認知症高齢者への支援の充実 6 医療と介護の連携の推進
　7 入所・入居系施設の整備とサービスの充実　

保険料段階の見直し
保険料は、今後の介護給付費の見込みや介護報酬の改定などを踏まえ、第六期の保険料基準額は月
額5,573円と推計されます。区の介護給付費等準備基金を充当し、月5,300円（第五期は4,700円）
としました。また、保険料段階については能力に応じた負担となるよう、これまでの13段階から14
段階に変更し、負担の公平化を図ります。

第六期品川区介護保険事業計画を策定しました第六期品川区介護保険事業計画を策定しました
介護保険制度は平成12年に創設されて以来、介護を必要とする高齢者の生活を支えてきました。区では、在宅生活を支援する基盤整備と地域と
の協働による支え合いのしくみづくりの一層の充実をめざし、27～29年度の事業計画を「第六期品川区介護保険事業計画」としてまとめました。

27年4月1日現在、区の高齢
者人口は78,739人となり、
区民の5人に1人が65歳以上
の高齢者となっています。

要介護認定を受けている高齢者は前年度と比べ619人増えています。後期高齢者（75
歳以上）では約3割の方が認定を受けています。

※被保険者は、住民基本台帳人口のほか、住所地特例者（区外施設入所者など）を含む。

保険給付費は、介護サービスの利用者の増加などにより25年度と比べ3.6％伸び
ています。そのうち、在宅サービス費が8.5％増加しているほか、認知症高齢者
グループホームなど、地域での生活を支援する地域密着型サービス費も15％増加
しています。

26年 27年 うち75歳以上
総人口 370,361人 373,732人 ―
高齢者人口 76,828人 78,739人 37,169人
高齢化率 20.7％ 21.1％ 9.9％

第1号（65歳以上） 第2号（40～64歳）

25年度 26年度 26年度65～74歳 75歳以上
被保険者数 77,514人 79,435人 41,637人 37,798人 127,320人
認定者数 13,004人 13,623人   1,969人 11,654人 370人
認定率 16.8% 17.1% 4.7% 30.8% 0.3%

 今年1月に実施したパブリックコメントにお寄せいただいた
主な意見と区の考え方
8人の方から17件のご意見をいただきました。

「第六期品川区介護保険事業計画」の全文、お寄せいただいたご意見の
概要と区の考え方は、高齢者福祉課（本庁舎3階）、区政資料コーナー（第
三庁舎3階）、区ホームページでご覧になれます。

ご意見 区の考え方
品川区は介護のシステムやサービス
が充実していると言われるようにし
てほしい。

区内20カ所の在宅介護支援センターを中心に
介護事業所などと連携し、必要なサービスが提
供されるしくみづくりを一層進めていきます。

区職員やボランティアによる訪問、
相互扶助のしくみや情報提供の方法
を検討してほしい。

支えあいのしくみとして、地域の住民や様々な
機関との連携、協働による相談・支援のしくみ
の充実に取り組んでいきます。

特養と老健を増設してほしい。また、
区内に救急対応する総合病院が少な
いので、総合病院を誘致してほしい。

特別養護老人ホームを第六期に2カ所整備しま
す。介護老人保健施設は平成30年度をめどに1
施設を整備する予定です。医療については、今
後さらなる高齢化が進むと通院が困難な方が増
加し、在宅診療などの重要性から、区内医師会
などと協議し、医療と介護の連携を推進します。

都や区で介護職員処遇改善加算を
上乗せし、職員のやる気喚起と定着
化をしてほしい。

介護報酬の改定において処遇改善加算の強化
などが図られています。施設では要介護度改善
ケア奨励事業などにより人材の定着化を支援し
ます。

保険料額は高所得者の自己負担2割
化などを踏まえて推計しているのか。

保険料については自己負担2割化、介護報酬改
定などを踏まえ、要介護認定者数の伸びや介
護サービスの利用率などをもとに推計していま
す。

区がめざす高齢者介護のあり方 「できる限り住み慣れた我が家で暮らす」

26年度介護保険制度の運営状況のあらましをお知らせします。詳しくは区ホー
ムページなどでご覧になれます。26年度　介護保険制度の運営状況

区民の5人に1人が高齢者（65歳以上）です 介護保険は約半分を税金で支えています

高齢者の約6人に1人が要介護認定を受けています

保険給付費（介護にかかる費用）が増えています

（住民基本台帳　各年4月1日現在） 26年度決算見込み

（各年度3月31日現在）
（40～64歳）
5,987

4,464

国・都・区の税金など
11,264（51.4％）

介護保険料
10,451（47.8％）繰越金  178

その他     3

第1号保険料
（65歳以上）

国庫支出金
    4,679

都支出金
  3,125

区からの
繰入金
 3,460

第2号保険料

歳入
21,896

26年度

12,249
5,946

準備基金積立金  15

地域支援事業費  527
財政安定化基金  0

事務費など  454
認定審査会事務費  208
繰越金  202　　
諸支出金  4

市町村特別給付 25
その他  954

在宅
サービス

地域密着型サービス　1,312

施設
サービス

保険給付費
20,486（93.6％）

歳出
21,896

26年度

（単位100万円）

問高齢者福祉課支援調整係☎5742－6728


